
地域 No. 専門家氏名 主たる専門分野 地域 No. 専門家氏名 主たる専門分野

1 　大沼 俊道 　合意形成、換地処分・登記 46 　土屋 信行 　多様で柔軟な事業、まちなか小規模

2 　紺野　寛 　災害復興計画と法整備 47 　遠竹 利道 　立地適正化計画、コンパクトシティ

3 　高桑 茂人 　事業化指導、組合事業運営 48 　遠矢 隆雄 　沿道整備街路事業

4 　堀川 裕己 　税制、企業誘致、不動産取引 49 　内藤 芳治 　多様で柔軟な事業、合意形成

5 　吉村　廣 　再開発との一体的施行 50 　永井　喜久夫 　換地設計、補償業務

6 　赤川 俊哉 　中活、減災・防災のまちづくり 51 　中野 恒明 　住民参加型まちづくり

7 　深浦 孝子 　個人・共同施行、換地設計 52 　中山 文利 　業務代行方式、保留地処分

8 　山田 憲男 　事業運営（組合・公共） 53 　野口 秀行 　コンパクトシティ、中活

9 　浅見 和正 　換地計画、清算金等 54 　原　和義 　換地設計、換地計画・清算

10 　安嶋 義一 　事業化指導、合意形成 55 　日比谷　大二郎 　共同土地利用、地権者法人

11 　岩本 光司 　事業運営（組合）、業務代行 56 　福原 広美 　事業化指導、業代、土地活用

12 　梅原祐介 　再開発との一体的施行、共同土地利用 57 　藤枝 宏之 　事業化指導、共同土地利用

13 　大麻 政明 　換地設計、換地計画・清算 58 　藤塚　仁 　事業計画指導、事業運営

14 　大島 恭司 　事業運営（組合）、経営改善 59 　松村 忠雄 　組合事業経営改善、事業化指導

15 　大高 克則 　補償業務、直接施行 60 　三須 正紀 　区画整理全般

16 　大塚輝一郎 　事業化指導、合意形成 61 　宮川　進 　換地設計、直接施行

17 　大沼　宣之 　業務代行、保留地処分方策 62 　宗雪 正和 　コンパクトシティ、再開発との一体的施行

18 　大場 雅仁 　既成市街地型区画整理 63 　村橋 保春 　経営マーケティング、地域との連携

19 　大橋　富士夫 　事業化指導、事業運営 64 　森田　茂 　補償業務、直接施行

20 　大町 芳和 　業務代行、企業テナント誘致 65 　諸橋 良哉 　業務代行方式、保留地処分

21 　鎰谷　聡 　申出換地、エリアマネジメント 66 　柳　修 　まちなか小規模、住民参加

22 　川村 和則 　公共・組合事業運営、換地設計 67 　山本　忠 　土地評価、土壌汚染対応

23 　北本治和 　減災・防災まちづくり、事業化指導 68 　山本 芳明 　敷地整序、沿街事業

24 　木村　一 　保留地処分、企業テナント誘致 69 　若林 康彦 　防災・減災、街並み景観設計

25 　栗阪 伸生 　換地計画、清算、事業運営（公・組） 70 　井幡　禎 　再開発との一体又は同時施行

26 　栗田 和夫 　コンパクトシティ、定期借地土地利用 71 　加塚 政彦 　まちなか小規模、換地設計

27 　栗原 芳文 　組合経営改善 72 　鬼頭 修司 　換地設計、解散事務

28 　小出　修 　企業誘致と土地利用 73 　酒井 宏行 　事業化指導、合意形成

29 　小林 義範 　組合事業運営、保留地処分 74 　柴田 邦弘 　事業化指導、事業計画策定

30 　小又 啓攝 　組合事業運営、業務代行方式 75 　中村 真康 　補償、訴訟対応、法務

31 　近藤　章 　換地設計、訴訟対応 76 　堀内　薫 　土地活用、換地、建物移転等

32 　齋藤 秀樹 　換地設計、換地計画・清算 77 　伊勢 博幸 　事業化指導、合意形成

33 　齋藤 征孝 　コンパクトシティ、組合事業運営 78 　今仲　清 　定借、農地税制と区画整理

34 　十文字　良二 　税務・税制 79 　高橋　潤 　中活、まち会社の運営管理

35 　清水　博 　事業化指導、事業運営 80 　竹下　実 　復興区画整理事業、合意形成

36 　下之園　幸一郎 　換地設計、換地計画・清算 81 　中山 久憲 　防災・減災のまちづくり

37 　末永 延幸 　補償業務、直接施行 82 　吉田 達也 　個人・共同施行、換地設計

38 　菅田　修 　組合事業運営、業務代行 83 　産田 節雄 　換地設計

39 　鈴木 俊治 　都市デザイン、都市計画制度 84 　森井 善樹 　合意形成と組合事業運営

40 　須藤 良一 　補償業務、直接施行 85 　山崎 洋二 　都市計画、協働まちづくり

41 　早田 新次 　合意形成、事業理解 86 　新田　進 　保留地処分、テナント誘致
42 　髙田 義夫 　業務代行、事業立上げ、運営 87 　牧野 達次 　換地設計、換地計画・清算
43 　鷹野 保雄 　税務、資産活用 88 　丸山 昭彦 　事業化指導、業務代行
44 　高見 公雄 　まちなか小規模、コンパクトシティ
45 　田中 滋夫 　街並み景観設計、保留地処分
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